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第１章 序論 

1-1 背景と目的 

日本庭園の形態学的研究には江山正美 1や進士五十八 2らに

よって園路や建築配置に着目して進められたが、池泉部に関

する形態学的研究は多くない。本研究では、平安期から江戸

初期成立の池泉庭園対象に、独自の計測手法を用いて池岸と

島岸との近接特性の形態学的な考察を行うことを目的とする。 

1-2 研究の構成 

 第 2章では、分析対象とした庭園について池の面積(以下池

面積)と島の面積(以下島面積)の関係を把握する。第 3章では、

島と池岸の近接関係を形態学的に考察するために考案した独

自の計測手法を示し、近接形態の分類を試みる。第 4章では

第 3章の分類に基づき再分類をする。第 5章では最終に分類

できたグループで作庭時期などと考察する。 

1-3 本研究の位置づけ 

重森完途の「地割の起源と変遷」3は、池泉部について行っ

た数少ない形態学的研究であるが、池における島嶼の配置パ

ターン論で、庭園設計の実際に資するというにはやや粗雑で

ある。本研究は、設計論的にみて、池における島の配置の急

所は池岸と島岸との間隙の与え方であるという観点に立ち、

池岸と島岸と近接関係を類的化することによって、池泉部設

計に実践的な意味での知見を提供できるものと考える。 

第 2 章 対象庭園における池と島の面積比  

2-1 対象庭園の選定 

「地割の変遷」4に所収の平安

期から江戸初期までの池泉庭

園(計 43 箇所)の内、400 ㎡以

上の池面積を有する庭園(28

箇所)を研究対象とする。 

2-2 池と島の面積比 

 対象庭園の実測図より池と

島の面積 Vector Works 上で

計測した。二つ以上の池を有す

る庭園についてはそれぞれ独

立したものとして扱う。島の名

称が不明確のものは多く、記録

便宜上、島面積降順にⅠ～Ⅲ番

号を振り、名称として使用する。 

(表 1) 

第 3章 実測図池泉部の計測及び分析 

3-1 計測手法 

池岸と島岸の近

接関係を形態学的

に把握するため、

離岸距離が小さい

個所(場合によっ

ては範囲)が島の

全方位にどのよう

に分布しているか

を計測することと

した。 

まず、重心から

北方向に線を引く、北方向から 10度おきに 360度、36本の

分割線を引く、次に分割線上で島岸と池岸との距離を計測す

る。この距離(m)を離岸距離 Di(i=-18,-17,-16,…,0, 1,2,

…,16,17,18)と定義するが、(D0=Dmin),Dminは離岸距離の最

小値とする。Diが一定条件を満たす連続区間を近接範囲とし、

近接範囲は、その区間内にある分割線がなす最大角度=放射角

θとして表現する(図 1)。 

3-2 データ分析 

各庭園の個性が豊富であるゆえに、実測値で類似性は見え

なかったゆえ、Di≦3Dminとなる区間について、島岸と池岸

の関係を検証するために 30°ごとに範囲を設けた。本研究の

対象である 28庭園の 63島について、上記の条件のもと、30°

に含まれる近接範囲である箇所の個数を計測した。例えば図

1の修学院離宮の場合、Di≦3Dminとなる区間は 320°となり、

180°～の区間に含まれるため、表 2のように表される。 

この分類をもとに対象島について分類したものが表 3であ

る。θ（Di≦3Dmin）の出現回数、つまりドットの個数で島の

種類を分類する。これらはドットの個数により近接箇所が１

から 3箇所以上の三つのパターンに分けられた。 

第 4章 近接範囲個数と近接形態の分析 

4-1 分類手法 

  池泉部の形態特徴を池岸と島岸により分類し、近接形態を

整理・分析した。 

分類の手順は以下の通り 

図-１ 計測手法

名称
池[面積

（㎡）]

池面積/

島Ⅰ

池面積/

島Ⅱ

池面積/

島Ⅲ

伝法院（小） 178 40.54
慈照寺（小） 295 12.02
伝法院(大) 307 2.68
慈照寺（大） 470 10.59
千秋閣 689 15.67 45.53
縮景園 869 29.91
三法院 924 16.06 35.39 41.24
等持院（大） 1065 4.48 23.41
天龍寺 1185 44.72
二条城 1525 8.48 77.76 138.63
円成寺 1611 12.45 20.60
永保寺 1628 28.76 64.60
西芳寺 2660 9.00 10.60 26.13
栗林園（北湖） 3398 13.37 21.11
栗林園（南湖） 4120 36.39 37.19 58.6
平等院 4541 3.10
積翠園 4729 11.92 47.01
大乗院 4989 30.68 33.50
仙洞御所（南） 5081 25.16 49.52 73.17
勧修寺 5140 10.51 38.79 40.63
仙洞御所（北） 5265 10.83
鹿苑寺 6546 30.04
渉成園 7128 8.10 12.30
玄宮園 7569 12.65 19.08 94.02
桂 8522 5.05 40.24 54.84
水前寺成趣園 9378 64.61 66.18 115.53
芝離宮 9586 14.62 24.02 59.04
毛越寺 11728 26.98
修学院離宮 14303 9.13 14.57 29.96
大珠院 19643 47.93 48.39
六義園 21386 3.14 13.37
大沢池 29866 16.95
小計 32 21 11

表－1 対象島 

表－2 近接範囲箇所数による分類 

θ＝320° 



１．第３章で３つに分けた G1〜G3のグループを母集団とする 

２．特に近接形態が特徴的なものを選び出す 

３．それに類似するものを集め、小グループに分類する 

（1）池岸への島の近接範囲が一箇所に限定されている島は合

計 36個あり、うち 33個はさらに 6つのグループに分けられ

た。 

様式

（2）池岸への島への近接範囲は 2箇所ある島は合計 20個あ

り、そのうち 18個はさらに 3つのグループに分けられた。 

（3）池岸への島の近接範囲が 3分離している島は合計 8個あ

り、これらは 2つのグループに分けられた。 

G1-5と G2-2が同じ形態を示しているゆえ、同じグループ

に分類でき、G4-1としてまとめる。G1-6と G2-3と G3-2が同

じ形態を示しているゆえ、同じグループに分類でき、G4-2と

してまとめる。合計 8つのグループとする。 

 G1-1 G1-2 G1-3 G1-4 G2-1 G3-1 G4-1 が偏池心配置型、 

G4-2は池心配置型という。 

第 5章 近接形態と時代性の関係 

G4-1擦り合わせ型が、平安と桃山後期―江戸期にのみ見られ

る。これらは池岸との間に帯状の水面つくっている島で、池

中の唯一もしくは、最大の島である。それぞれ池のかなりの

範囲を占め（池面積が島面積の 12倍以下）、あえて帯状の水

面つくる為にアレンジされた可能性がある。鎌倉時代から園

池が一回縮小し、桃山後半から再び拡大したことで、似たよ

うな近接形態が出てきたと予想している。しかし、伝法院の

ように面積が 300㎡程度の小さな池にも見られる形態である

ことを勘案すると、共通の狙いを読みとることは難しい。さ

らに、擦り合わせ型は、岸の関係が近い近接形態であるにた

いし、舟遊式庭園と回遊式庭園で違いを見えないのは、原因

は不明である。 

（表 3） 

Ｇ4-2は池心配置型全ての時代や作庭意図の庭園において出

現し、理由としては、全ての庭園が寝殿造式の庭園の影響を

受けたと挙げられる。しかし、寝殿造りでは池心式島は通常

最大な島であるに対し、江戸と桃山の地割では池心式島は最

大の島ではない場合が多い。（表４） 

第 6章 まとめと課題 

6-1 まとめ 

① 平安期から江戸初期成立の 28の池泉庭園、59の島はそ

の池岸との近接形態から 8グループに分類された。池岸と島

岸の近接関係を記述することを可能にした。 

② 擦り合わせ型に該当する島は、それぞれ池のかなりの範

囲を占め、あえて帯状の水面をつくる為にこのようにアレン

ジされた可能性がある。 

③ 8グループのうち、特徴的なすり合わせ型と池心配置型

について、近接形態が作庭時代と庭園様式の関係を考察した。

島単体で見るとき、近接形態が他の要素との間が一律の関係

性が見えなかった。 

6-2 今後の課題 

日本庭園の地割を見る際、島と池岸の近接形態の使う分類

を実現したが、形態分類前の近接範囲による粗分類にあたり、

Dminとの倍数関係の選定する時、ほかの値を使って検討する

必要があり、本論の限界とする。 

さらに、本論では同じ近接形態パターンに通し、島と池の

関係を見る概念を提起したが、実際どのように岸と一緒に景

観を構成しているのを考察してないため、今後の課題とする。 
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図-3 近接範囲が 2 箇所ある島の分類 

慈照寺（大）Ⅰ 
千秋閣Ⅰ 
二条城Ⅰ 
仙洞御所（南）Ⅰ 

図-4 近接範囲が 3 箇所ある島の分類 
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表３擦り合わせ型の時代と庭園 表４池心配置型の時代と庭園様式 
島　 時代 様式

Ｇ4-1 伝法院（大）Ⅰ 江戸 回遊

積翠園Ⅰ 平安 舟遊

平等院Ⅰ 平安 舟遊

修学院離宮Ⅰ 江戸 回遊・舟遊

勧修寺Ⅰ 平安 舟遊

芝離宮Ⅰ 江戸 回遊・舟遊

六義園Ⅰ 江戸 回遊・舟遊

桂離宮Ⅰ 江戸 回遊・舟遊

島　 時代 様式

Ｇ4-2 慈照寺(大）Ⅰ 室町 回遊

千秋閣Ⅰ 桃山 観賞

二条城Ⅰ 桃山 回遊

西芳寺Ⅰ 鎌倉 舟遊

仙洞御所（南）Ⅰ 桃山 回遊・舟遊

積翠園Ⅱ 平安 舟遊

栗林園（南）Ⅰ 江戸 回遊

芝離宮Ⅱ 江戸 回遊・舟遊

桂離宮Ⅱ 桃山 回遊

鹿苑寺Ⅰ 鎌倉 舟遊・回遊

芝離宮Ⅲ 江戸 回遊・舟遊

仙洞御所（南）Ⅱ 桃山 回遊・舟遊

毛越寺Ⅰ 平安 観賞

修学院離宮Ⅱ 江戸 回遊・舟遊

大珠院Ⅰ 鎌倉 周遊・回遊

 

岸 水面 島 二条城Ⅲ 
三法院Ⅰ 
永保寺Ⅱ 
観修寺Ⅲ 
六義園Ⅱ 

三法院Ⅲ 千秋閣Ⅱ 
修学院離宮 Ⅲ 
円成寺Ⅰ
桂離宮Ⅲ 渉成園Ⅱ 

大珠院Ⅱ 大乗院Ⅰ 
水前寺成趣園 Ⅱ 
栗林園（北）Ⅱ 

伝法院（小）Ⅰ 
天龍寺Ⅰ 円成寺Ⅱ 
二条城Ⅱ
仙洞御所（北）Ⅰ 
玄宮園Ⅱ 勧修寺Ⅱ 

伝法院（大）Ⅰ 
平等院Ⅰ 
修学院離宮Ⅰ 
勧修寺Ⅰ 

図-2 近接範囲が 1 箇所ある島の分類 




